
沖縄県倫理法人会　（モーニングセミナー・経営者の集い・倫理基講座）開催予定一覧

宜野湾市 倫理法人会 浦添市てだこ 倫理法人会 南部 倫理法人会 中部 倫理法人会 やんばる 倫理法人会 那覇市 倫理法人会 うるま市 倫理法人会 西原 倫理法人会

ベンチャー起業家／冒険家 株式会社スティル 代表取締役 （株）脳力開発研究所 沖縄市社会福祉協議会　 0 （株）いしかわ文明堂 大空企画(有)　 ジョン万次郎　研究家

0 PRSJ認定　PRプランナー 工学博士 会長 0 那覇市倫理法人会　相談役 ＭＳ委員長 0

札幌市東倫理法人会 キャリアアップ支援 首里眼科　院長 0 （一財)沖縄公共政策研究所 0 福岡県 普及拡大委員長 0

歯科衛生士 　オリーブグリーン 那覇新都心倫理法人会　会長 0 シンバホールディングス（株） 0 法人レクチャラー 0

0 （一社）倫理研究所　法人局 鹿児島県倫理法人会 きゃん司法書士事務所 0 （一社）倫理研究所　法人局 熊本県球磨倫理法人会

0 九州・沖縄方面担当研究員 法人レクチャラー 南部先島副地区長 0 九州・沖縄方面担当研究員 法人レクチャラー

大琉球魂探求家 沖縄県空手博物館　館長 宮崎県北霧島倫理法人会 アロマプレッシャー代表 高橋　結子氏 大分県別府市倫理法人会 おきなわマネジメント（株） 0 （合）レキオワークス

作詞作曲家・クラリネット奏者 剛柔流挙志會総本部会長 法人レクチャラー アロマプレッシャー開発者　 ダニエル　マードン氏 法人レクチャラー 代表取締役社長 0 朝礼委員長

0 大分県大分東倫理法人会 ㈱BELLｚ沖縄支社 (有)三幸鶏卵 (株)琉球補聴器 #N/A #N/A #N/A

0 法人レクチャラー 普及拡大委員長 中部倫理法人会　相談役 　代表取締役 #N/A #N/A #N/A

経営者の集い /18:30～19：30 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 経営者の集い /19:00～20:00 経営者の集い /18:30～19：30 経営者の集い /18:30～19：30 経営者の集い /18:30～19：30

7/30 月曜日 7/16 月曜日 7/16 月曜日 7/23 月曜日 7/10 火曜日 7/17 火曜日

#N/A 大分県大分東倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 鹿児島県倫理法人会 大分県別府市倫理法人会 #N/A 福岡県 普及拡大委員長 熊本県球磨倫理法人会

#N/A 法人レクチャラー 九州・沖縄方面担当研究員 法人レクチャラー 法人レクチャラー #N/A 法人レクチャラー 法人レクチャラー

経営者の集い /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30

7/23 月曜日 7/17 火曜日

#N/A #N/A 宮崎県北霧島倫理法人会 #N/A #N/A #N/A （一社）倫理研究所　法人局 #N/A

#N/A #N/A 法人レクチャラー #N/A #N/A #N/A 九州・沖縄方面担当研究員 #N/A

2018年7月度 　�　モーニングセミナー　� 作成日：2018/7/6

月 火 水

沖縄県西原町小橋川1-5

 カルチャーリゾートフェストーネ  西洲卸商業団地組合会館  ユインチホテル南城  プラザハウスショッピングセンター３F ホテルゆがふいんおきなわ ロワジールホテル那覇 ニュー三和  西原町商工会館２Fホール

7/4

沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 沖縄県浦添市西洲2-6-6 沖縄県南城市佐敷字新里1688 沖縄県沖縄市久保田3丁目-1-12 沖縄県名護市宮里453-1 沖縄県那覇市西3-2-1 沖縄県うるま市田場1100-10

沖縄から始まる
ベーシックインカム(UBI)

経営者の方に伝えたい
「沖縄式PR」のチカラ

工学博士が伝えるお金・愛・健康
を引き寄せる右脳の活用法

出会い 第16条 -尊己及人-
学びは実践から！

『倫理と掃除』
活力モーニングセミナー 琉球上陸半年の足あと

7/2 7/3 7/3 7/3 7/3 7/4 7/4

和田　達雄氏

7/9 7/10 7/10 7/10 7/10 7/11 7/11 7/11

川合　アユム氏 吉戸　三貴氏 志賀　一雅氏 積　靜枝氏 万人幸福の栞を学ぶ 石川　元義氏 糸数　聡氏

万人幸福の栞を学ぶ

継続は力なり
経営者の為の
怒りコントロール

チャレンジし続ける人生 第11条 -万物生々(前編)-
沖縄のこれからの

経済について
第13条 -反始慎終（後編）- よかったな～ 第15条 -信成万事(後編)-

7/18

下田　亜依氏 山本　京子氏 宮平　誠司氏 万人幸福の栞を学ぶ 安里　繁信氏 木下　孝憲氏万人幸福の栞を学ぶ

祝日-海の日- 第15条 -信成万事-(後編) 視点を変える 純情(すなお)に実践しよう！ 先約主義の徹底
会員スピーチ大会
「実践エピソード」

視点を変える その時その場

7/16 7/17 7/17 7/17 7/17 7/18 7/18

久保山　文生氏

7/23 7/24 7/24 7/24 7/24 7/25 7/25 7/25

後日連絡 万人幸福の栞を学ぶ 嶌本　真人氏 天野　純一氏 喜屋武　力氏 会員スピーチ 嶌本　真人氏

富田　盛敏氏

世界平和への架け橋
：大琉球魂・守礼の邦

琉球の歴史 熊本震災に遭遇して
フィジオテラピーの健康への価値
｢沖縄をヒーリングアイランドへ、

そして雇用へ｣
私の失敗談

20代で学んでおくべき
倫理の実践

第2条 -苦難福門-
活力朝礼シンポジウム開催に

向けて気づいたコト

#N/A

大城　政明氏 外間　哲弘氏 山下　康徳氏 渡邊　紀弘氏 田原　一樹氏 万人幸福の栞を学ぶ

第14条 -心即太陽-
有難う！

ごめんなさいが言えなくて
母をたずねて三千里 レクチャラー「ありんくりん」 世界一の後継者になりたくて

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

 健康福祉センターうるみん
沖縄県西原町小橋川1-5

#N/A 沖縄県倫理会館  ユインチホテル南城 ㈱中部鋼材　会議室 名護市産業支援センター #N/A  西原町商工会館２Fホール

0 失敗は成功の原動力 第21講　信用、信頼の要 倫理とのご縁に感謝！！ 妻と栞に支えられ

うるま市字安慶名488

人生三なし

#N/A 沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F 沖縄県南城市佐敷字新里1688 沖縄市室川2-6-7 名護市大中1-19-2 #N/A

0 0 万物生々

木下　孝憲 氏#N/A 大木　孝吉 氏 嶌本　真人 氏 天野　純一 氏 渡邊　紀弘 氏 #N/A 久保山　文生 氏

実践で解る倫理の凄さ

#N/A #N/A

第24講　信念を培う

#N/A

7/30 7/31 7/31 7/31 7/31

嶌本　真人 氏#N/A #N/A 山下　康徳 氏 #N/A

#N/A万人幸福の栞を学ぶ 大木　孝吉氏 星　真理氏 城間　幸一氏 森山　賢氏 #N/A

様式113_2017.05



沖縄県倫理法人会　（モーニングセミナー・経営者の集い・倫理基講座）開催予定一覧

那覇国際 倫理法人会 浦添市 倫理法人会 ニライ 倫理法人会 宮古島 倫理法人会 那覇新都心 倫理法人会 豊見城市 倫理法人会 八重山 倫理法人会 糸満市 倫理法人会

(有)スキップヒューマンワーク 宮古テレビ（株） （一社）倫理研究所 宮崎県都城市倫理法人会 群星沖縄臨床研修センター 0 0 中国語医療通訳士

後継者倫理塾　塾長 宮古島倫理法人会　専任幹事 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー センター長 0 0 0

（一社）倫理研究所　法人局 ジーエルイー合同会社 0 (有)ニュー三和 (有)神谷産業 （一社）倫理研究所　法人局 熊本県倫理法人会 大琉球魂探求家

九州・沖縄方面　方面長 0 0 沖縄県倫理法人会　幹事長 法人スーパーバイザー 九州・沖縄方面　方面長 法人レクチャラー 作詞作曲家・クラリネット奏者

松尾薬品産業株式会 （一社）倫理研究所　法人局 (株)玄米酵素認定　 （株）パラダイスプラン 公益社団法人　全日本断酒連盟 (有)カープロショップ （一社）倫理研究所　法人局 長崎県長崎市倫理法人会

ＳＡＲＯＮ ＧＯＬＲ 九州・沖縄方面担当研究員 食アドバイザー認定講師 代表取締役 代議員 後継者倫理塾七期生 九州・沖縄方面担当研究員 法人レクチャラー

0 前衆議院議員 福岡県久留米市南倫理法人会 （一社）倫理研究所 沖縄ガス㈱ 熊本県熊本東倫理法人会 石垣市議会議員 0

0 0 法人レクチャラー 法人スーパーバイザー 那覇市倫理法人会　副会長 法人レクチャラー 0 0

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 経営者の集い /19：30～20：30 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 経営者の集い /19:00～20:00 経営者の集い /18:30～19：30

7/11 水曜日 7/18 水曜日 7/4 水曜日 7/4 水曜日 7/12 木曜日 7/12 木曜日 7/20 金曜日

（一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所 宮崎県都城市倫理法人会 #N/A （一社）倫理研究所　法人局 熊本県倫理法人会 長崎県長崎市倫理法人会

九州・沖縄方面　方面長 九州・沖縄方面担当研究員 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー #N/A 九州・沖縄方面　方面長 法人レクチャラー 法人レクチャラー

経営者の集い /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /19：30～20：30 経営者の集い /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00

7/25 水曜日 7/25 水曜日 7/26 木曜日 7/19 木曜日

#N/A #N/A 福岡県久留米市南倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 #N/A 熊本県熊本東倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 #N/A

#N/A #N/A 法人レクチャラー 法人スーパーバイザー #N/A 法人レクチャラー 九州・沖縄方面担当研究員 #N/A

作成日：2018/7/6　�　モーニングセミナー　�2018年7月度

木 金

 西洲卸商業団地組合会館

土

那覇セントラルホテル  糸満工業団地会館嘉手納町商工会館 宮古神社 那覇セントラルホテル  とよみの杜２Fふれあいホール アートホテル石垣島2F
沖縄県浦添市西洲2-6-6 沖縄県糸満市西崎5-8-4沖縄県嘉手納町嘉手納259 沖縄県宮古島市平良字西里5-1 沖縄県那覇市牧志2-16-36 沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1沖縄県那覇市牧志2-16-36

7/5

沖縄県石垣市大川559

7/77/5 7/5 7/6 7/6 7/6

潜在意識と脳のお話

7/5

第2条 -苦難福門- 第9条 -破約失福-

大坂　美恵子氏野中　真一郎氏 中山　雅和氏 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ喜納　康光氏

喋りの法則
沖縄の観光産業に役立つ中国、
台湾、香港人の特性の明確化

倫理経営の特徴
アイスクリームは

何故溶けるのか？
ゼロ次予防

～ポピュレーションアプローチのすすめ～

徳田　安春氏

7/12

浦崎　淳氏

私が「サンゴに優しい
日焼け止め」を創った理由

7/14

実践力

7/12 7/12 7/12 7/13 7/13 7/13
大琉球魂

イチャリバチョーデーの精神
チムグクル

第13条 -反始慎終(前編)- 後日連絡
純情(すなお)な
倫理経営の実践

実践力 明朗愛和と心の経営

呉屋由希乃氏森本　宏氏 大城　政明氏万人幸福の栞を学ぶ 仲村　靖氏 神谷　善高氏 森本　宏氏 村上　尊宣氏

7/217/19 7/19 7/20 7/20 7/20

カラダの仕組みがわかれば
人生が変わる

7/197/19

後継者倫理塾からの学び 一貫の倫理

上村　靖氏小嶺　亨平氏 西里　長治氏 大城　盛市氏 金城　享氏 嶌本　真人

一貫の倫理 身近な実践からの気付き血管新生病について
夢は叶うもの、
思い強ければ

アル中からの回復体験談

松尾　はつよ氏

7/26

嶌本　真人氏

現在の北朝鮮情勢と
拉致問題の解決に向けて

7/28

第15条 -信成万事(前編)-

7/26 7/26 7/26 7/27 7/27 7/27

第1条 -日々好日-
倫理と共に３４年

-全てを受け入れる心-
実践の偉力

エネルギーの自由化を
むかえて

出会いに感謝 後日連絡

湧川　直明氏 永島　賢治氏 米盛　初恵氏万人幸福の栞を学ぶ

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

宮﨑　政久氏

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

沖縄県倫理会館 沖縄県倫理会館  とよみの杜２Fふれあいホール 石垣市健康福祉センター２階会議室  糸満工業団地会館 嘉手納町商工会館中ホール 元気生活（株） #N/A
沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F 沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F

森本　宏 氏 嶌本　真人 氏 村上　尊宣 氏 上村　靖 氏野中　真一郎 氏 中山　雅和 氏 #N/A

第21講　信用、信頼の要 第21講　信用、信頼の要

沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 石垣市登野城１３５７番地１ 沖縄県糸満市西崎5-8-4沖縄県嘉手納町嘉手納259 宮古島市平良字西里880-3 #N/A

第23講　終わりを慎む
倫理経営で世界展開
(地球倫理の実践)

人間万事塞翁が馬第22講　働きの原動力 私は倫理の劣等性 0

0
倫理と共に３４年

-支払日人生で一番楽しい日-
第23講　終わりを慎む 0

森本　宏 氏

永島　賢治 氏 嶌本　真人 氏 #N/A#N/A #N/A 姉川敏信 氏 長野　正治 氏 #N/A

倫理と身の丈経営 第21講　信用、信頼の要 0

#N/A #N/A

万人幸福の栞を学ぶ姉川敏信氏

#N/A #N/A #N/A#N/A

#N/A

長野　正治氏
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